News Release
平成 28 年 5 月 10 日
一般社団法人 次世代自動車振興センター

サミット応援イベント「EV・PHV 東京-伊勢志摩キャラバン」を開催します
～国内外メーカの EV・PHV が集結、東京から三重県まで走行～
一般社団法人 次世代自動車振興センター（所在地：東京都中央区日本橋 略称：ＮｅＶ）では、電気自
動車（EV）・プラグインハイブリッド自動車（PHV）等、クリーンエネルギー自動車（CEV）の普及広報を目的と
し、2016 年 5 月 16 日（月）から 5 月 17 日（火）までの日程で、サミットの開催地である三重県と共催で、経
済産業省後援のもと「EV・PHV 東京-伊勢志摩キャラバン」を開催します。
イベントは、16 日朝、経済産業省（東京都千代田区霞が関）から開始します。国内外の EV・PHV15 台が
経済産業省中庭に集結し、出発式典を行った後、キャラバン隊は目的地の三重県庁に向け一斉に出発し
ます。
キャラバンには現在日本国内で販売中の EV・PHV、「国内外メーカ 8 社・12 車種」が参加します。
これだけのメーカ・車種の EV・PHV が、カーメーカーの垣根を越えて一堂に会し、走行するキャラバンは
日本初となります。
また、車両の運転はモータージャーナリスト 9 名等が担当し、それぞれのフェイスブックなどに情報を発信
することで、リアルタイムで「ＥＶ・ＰＨＶ 東京-伊勢志摩キャラバン」の様子を広くお知らせしていきます。
翌日 17 日は、三重県庁（三重県津市）にて到着式典を開催し、式典終了後に一部の車両はサミット開
催地の伊勢志摩地域への走行を予定しています。
現在、自動車の CO2 排出量は燃費の改善により減少傾向にありますが、国全体の排出量のおよそ 15%と
なっています。さらに減少させるには、CO2 排出量の少ない EV・PHV 等のクリーンエネルギー自動車（CEV）
の割合を多くする必要があります。そこで、今回のイベントでは、様々な EV・PHV を集結させて東京〜三重
県までの約 400km を走り、その省エネ性能の高さと大きな魅力を訴えることで、さらなる普及を促進すると
ともに、地球温暖化防止を訴えます。
出発式・到着式では、EV・PHV を活用した地球温暖化防止の取組について説明するとともに、車種が増
え充実してきた多くの EV・PHV を紹介し、CEV へのさらなる理解を促進します。また、CEV 補助金制度をご
案内し、国の購入支援制度をご紹介します。
開催概要（予定）は下記のとおりです。
記
イベント名：

サミット応援イベント「EV・PHV 東京-伊勢志摩キャラバン」

開催日程：

2016 年 5 月 16 日（月）、17 日（火）

開催目的：

クリーンエネルギー自動車の普及促進

主

催：

一般社団法人 次世代自動車振興センター

共

催：

三重県

後

援：

経済産業省

企画運営：

一般社団法人 日本 EV クラブ

※ 出発式典の取材をご希望のメディア関係者の方は別紙「申込書」にてお申込み下さい。
※ 一般の方は入場できません。
【イベント内容】 ※敬称略
● 5 月 16 日（月） 出発式典 （10：00～11：30）
開催場所：

経済産業省 （東京都千代田区霞が関 1-3-1）

開始時間：

10：00 （受付開始： 9：30／別館１階 特設受付にて受付）

10：00～10：30 出発式 （経済産業省 中庭）
主催者挨拶
（次世代自動車振興センター 理事兼事務局長 石山 武（いしやま・たけし））
イベント概要説明（日本 EV クラブ 代表 舘内 端（たてうち・ただし））
ご挨拶（経済産業省）
キャラバン隊の紹介（車両、ジャーナリスト）
フォトセッション
キャラバン隊一斉出発
10：30～11:30 記者向け講演会 （経済産業省 会議室）
「なぜ今、EV・PHV なのか？ －地球温暖化防止に向けた日米欧の取り組み－」
日本 EV クラブ代表

舘内 端

【参加車両】
＜キャラバン参加車両＞国内外メーカのEV・PHV 12車種・12台

日産自動車：リーフ、アウディ：A3 Sportback e-tron、テスラモーターズ：モデルS、
ビー・エム・ダブリュー：BMW i3・BMW i8・BMW X5 xDrive40e・BMW 330e・BMW 225xe Active
Tourer、フォルクスワーゲン：Golf GTE、ポルシェ：Panamera S E-hybrid、
ボルボ：XC90（T8 Twin Engine）、メルセデスベンツ：C 350 e アバンギャルド
＜展示車両（展示のみ参加）＞3車種・3台
日産：e-NV200 バン、本田技研工業：アコード プラグイン ハイブリッド、テスラモーターズ：ロードス

ター
● 5 月 16 日（月） キャラバン
東京から三重までのキャラバンの様子は各車両のドライバーであるモータージャーナリストが休憩時にフェ
イスブック等で随時配信していきます。
【キャラバン隊】
参加車両：国内外メーカの EV・PHV 12 車種・12 台

日産自動車：リーフ、アウディ：A3 Sportback e-tron、テスラモーターズ：モデルS、

ビー・エム・ダブリュー：BMW i3・BMW i8・BMW X5 xDrive40e・BMW 330e・BMW 225xe Active
Tourer、フォルクスワーゲン：Golf GTE、ポルシェ：Panamera S E-hybrid、
ボルボ：XC90（T8 Twin Engine）、メルセデスベンツ：C 350 e アバンギャルド
ドライバー：国内のモータージャーナリスト、他

飯田裕子、今井優杏、片岡英明、桂伸一、斎藤慎輔、津々見友彦、御堀直嗣、諸星陽一、吉田由
美、他
● 5 月 17 日（火） 到着式典 （10：45～12：00）
開催場所：

三重県庁 本庁舎（三重県津市広明町 13）

開始時間：

10：45

10：45～11：10

到着式（駐車場）
主催者挨拶
（次世代自動車振興センター 理事兼事務局長 石山 武（いしやま・たけし））
到着報告・イベント説明 （日本 EV クラブ代表 舘内 端（たてうち・ただし））
キャラバン隊の紹介（車両、ジャーナリスト）
挨拶（三重県知事 鈴木 英敬（すずき・えいけい））
フォトセッション

11：10～１2:00

記者向け説明会（会議室）
ＥＶ・ＰＨＶ 東京-伊勢志摩キャラバンの概要
地球温暖化防止に向けて、なぜ今、EV・PHV なのか？
次世代自動車振興センター
日本 EV クラブ代表

舘内 端

※ イベント内容は予定です。予告なく変更になる場合がございます。
*****************************************************************************
～イベント趣旨等に関するお問い合わせ・取材申し込み先～
一般社団法人 次世代自動車振興センター （担当：荻野、平野、木村）
TEL：03-3548-3231

FAX：03-3548-3232

～イベント内容に関するお問い合わせ先～
イベント企画・運営： 一般社団法人 日本 EV クラブ（担当：石川）
TEL：03-5376-8446

FAX：03-5376-5310

＜次世代自動車振興センター（略称 NeV）とは＞
所在地：東京都中央区日本橋一丁目 16 番 3 号 日本橋木村ビル

代表理事：田中 利明

国が創設した制度に従い、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車、クリーンディー
ゼル自動車といった次世代自動車の普及促進を始め、電気自動車用の充電設備、燃料電池自動車用の
水素供給設備の設置を促進することを事業としています。 具体的には、上記次世代自動車の購入者への
補助金交付、充電設備および水素供給設備の設置者への補助金交付を行っています。また、次世代自動
車の普及を促進するための広報活動も積極的に行っています。
次世代自動車振興センターHP： http://www.cev-pc.or.jp

